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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 89,551 △10.9 4,537 8.5 4,752 11.5 2,110 △2.7

20年3月期 100,543 3.9 4,181 △0.1 4,260 0.9 2,169 △24.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 59.21 ― 6.8 7.1 5.1
20年3月期 61.21 ― 7.0 5.8 4.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  39百万円 20年3月期  49百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 62,574 30,947 49.5 868.30
20年3月期 72,049 31,228 43.3 876.08

（参考） 自己資本   21年3月期  30,947百万円 20年3月期  31,228百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 7,063 508 △4,227 4,863
20年3月期 9 △1,090 △530 1,518

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 14.00 14.00 499 22.9 1.6
21年3月期 ― ― ― 14.00 14.00 498 23.6 1.6

22年3月期 
（予想）

― ― ― 14.00 14.00 29.4

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

30,600 △9.4 390 △61.8 440 △62.3 190 809.4 5.33

通期 89,700 0.2 3,500 △22.9 3,600 △24.2 1,700 △19.4 47.70

－1－



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、18ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 36,100,000株 20年3月期 36,100,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  458,931株 20年3月期  453,982株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 87,435 △11.0 4,123 7.3 4,301 11.3 1,840 △4.1

20年3月期 98,202 3.0 3,843 △0.5 3,866 0.1 1,918 △28.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 51.64 ―

20年3月期 54.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 61,178 29,226 47.8 820.02
20年3月期 70,587 29,763 42.2 834.98

（参考） 自己資本 21年3月期  29,226百万円 20年3月期  29,763百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した業績予想数値は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、さまざまな要素により、異なる場合が
あります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

29,200 △11.5 340 △66.8 390 △66.3 120 877.3 3.37

通期 87,400 △0.0 3,200 △22.4 3,300 △23.3 1,500 △18.5 42.09

－2－



①当期の経営成績 

当期におけるわが国の経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した国際金融市場の

混乱や、株式・為替市場が大きく変動するなかで、企業収益は大幅に減少し、個人消費も減退するな

ど、景気の急速な悪化が続いております。 

建設業界におきましては、引き続き低調な政府建設投資に加え、民間住宅投資も、景気の減速によ

り住宅需要が低迷し、更にマンションデベロッパーが相次ぎ破綻するなど、極めて厳しい状況にあり

ました。 

このような状況のなかで、当期は、平成18年度にスタートした中期経営計画（３ヵ年）の 終年度

にあたり、掲げた目標を確実に達成するため、その基本方針に基づき、以下の諸施策の推進を図って

まいりました。 

≪業務運営の基本方針≫における各施策につきましては、 

〔1〕『「究極の安全」を目指す』では、経営の 重要事項に掲げている「安全はすべてに優先する」

という経営理念のもと、安全強化計画を粘り強く推進するとともに、鉄道工事の重大事故を防止する

ため、「鉄道安全推進本部」を新設し、同本部内に「安全推進部」、及び「安全監査部」を設置する

など、鉄道工事の更なる安全管理体制の強化を図ってまいりました。 

〔2〕『「技術第一主義」の徹底』につきましては、技術・品質の維持・向上を図るため、当期に発足

した「東鉄技術学園」における技術教育研修などにより、人材育成や現場力の強化に努めたほか、高

性能な大型保線機械の継続的導入など各種諸施策を実施してまいりました。 

〔3〕『「営業力」の強化』につきましては、お客様のニーズに的確にお応えするために、引き続き営

業・施工の一体体制や積算体制を強化するとともに、技術提案型営業を推進し、特に鉄道関連、及び

非住宅部門の業容拡大を図ってまいりました。 

〔4〕『「収益力」の向上』につきましては、不採算工事の受注を徹底的に排除するとともに、「購買

部」を立ち上げ、集中購買体制を強化するなど、「利益改善プロジェクト」の具体的施策を全社展開

してまいりました。また、「利益低下防止委員会」などを通じ、原価管理体制の強化を図り、全社を

あげて収益力の向上に取り組んでまいりました。 

〔5〕『「各事業戦略」』につきましては、当社グループの得意とする線路・土木・建築のコア３事業

部門を一層強化するとともに、「環境事業」を第４の柱として育成し、業容の拡大を図ることを目的

に「東鉄ＥＣＯ２プロジェクト」を立ち上げ、これを戦略的に推進する「環境本部」を平成21年４月

に新設することといたしました。 

≪経営管理の基本方針≫における各施策につきましては、 

〔1〕『「誠実なＣＳＲ経営」の推進』及び、 

〔2〕『「コンプライアンス／コーポレートガバナンス」の強化』におきましては、財務報告などをは

じめとする内部統制の一層の強化を図るとともに、法務業務の専門担当部署である「法務部」を新設

したほか、社外取締役を２名に増員し、また、取締役会の議長に会長を選任するなど、コンプライア

ンス／コーポレートガバナンスの一層の強化を図ってまいりました。 

〔3〕『「情報発信」の強化』につきましては、機関投資家等の取材に積極的に対応するなど、広報・

ＩＲ活動を引き続き強化し、経営の透明性を高めるとともに、適時開示についての全社研修を実施す

るなど、適時適切な情報開示体制の強化を図ってまいりました。また、平成21年４月には、広報・Ｉ

Ｒ室を広報・ＩＲ部として独立させることといたしました。 

〔4〕『「強靭で効率的な経営体質」づくり』につきましては、決算・予算管理、及び資金管理等の機

能を更に充実させることを目的に、従来の「財務部」を２部体制に改組し、「経理部」を設立するな

ど、経理・財務機能、及び財務体質の一層の強化に取り組んでまいりました。また、ＮＥＸＴシステ

ムの機能を 大限に活用することにより、業務プロセスの一層の効率化を図ってまいりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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〔5〕『「人事制度」の抜本的改革』につきましては、「新人事制度」を強力に推進するとともに、当

期より発足させた「東鉄技術学園」において、技術を理論から徹底的に教育し、東鉄マインドを浸透

させる研修を実施するなど、人材育成の強化を図ってまいりました。 

  

上記諸施策の実施により、当期の当社グループにおける売上高につきましては、市場環境が激変す

るなかで、不採算工事の排除を目的とした、戦略的な選別受注の徹底などによるマンション建設工事

の受注減、及び前期繰越工事高の減少等により、前期比10,992百万円減少の89,551百万円となり、売

上総利益は、原価管理の強化、及び不採算工事の徹底排除などにより前期比747百万円増加し10,709

百万円となりました。 

この結果、営業利益は、貸倒引当金繰入額を計上したものの、前期比355百万円増加し4,537百万円

となりました。経常利益につきましても、前期比491百万円増加し4,752百万円となりました。 

 当期純利益につきましては、貸倒引当金繰入額や投資有価証券評価損を特別損失に計上したことな

どにより、前期比58百万円減少し2,110百万円となりました。 

 以上のとおり、中期経営計画の 終年度として、数値目標である「売上高1000億円以上」につきま

しては、前期は１年前倒しで達成したものの、当期は89,551百万円と未達成となりました。一方、

「売上総利益100億円以上」、及び「経常利益率4.0％以上」の目標につきましては、売上総利益

10,709百万円、経常利益率5.3％と、それぞれ達成することができました。 

  

事業の種類別セグメントは、次のとおりであります。 

（建設事業） 

 工事受注高は80,109百万円（前期比12.1％減）で、その内訳は土木工事61,870百万円（前期比

3.7％増）、建築工事18,239百万円（前期比42.0％減）であります。 

 完成工事高は88,042百万円（前期比11.4％減）で、その内訳は土木工事61,492百万円（前期比

8.2％減）、建築工事26,550百万円（前期比18.2％減）であります。 

 完成工事高のうち工事進行基準による計上額は30,868百万円であり、次期繰越高は36,662百万円

（前期比17.8％減）となりました。 

（不動産事業） 

 不動産事業売上高は601百万円で、その主なものは商業ビルの賃貸収入であります。 

（その他事業） 

 その他事業売上高は907百万円で、その主なものは環境事業売上であります。 

  

②次期の見通し 

次期の建設業界を取り巻く状況につきましては、政府建設投資は、引き続き減少が予想され、民間

住宅投資、民間非住宅建設投資ともに、景気悪化の影響を受け、大きく減少するものと想定されま

す。しかし、「経済危機対策」が早急に実現されれば、建設投資が回復する可能性もあり得る状況と

考えられます。 

  

 現時点における次期業績見通しは、次のとおりであります。 

  

平成22年３月期通期予想 

 
  

受注高 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

89,000百万円 89,700百万円 3,500百万円 3,600百万円 1,700百万円

（当期比 11.1％増） （当期比 0.2％増） （当期比 22.9％減） （当期比 24.2％減） （当期比 19.4％減）
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①当期末の資産・負債及び純資産の状況 

当期末の資産合計は前期比9,475百万円減少し62,574百万円となりました。主な要因は、受取手

形・完成工事未収入金等、及び投資有価証券等の減少であります。 

 負債は、前期比9,193百万円減少し31,627百万円となりました。主な要因は、短期借入金等の減少

であります。 

 その結果、純資産合計は前期比281百万円減少し30,947百万円となりました。 

 また、自己資本比率は、前期末の43.3％から49.5％となりました。 

②当期におけるキャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期比3,344百万円増加し4,863

百万円となりました。 

 当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 売上債権の減少等により、営業活動におけるキャッシュ・フローは7,063百万円の収入となりまし

た。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産の売却等により、投資活動におけるキャッシュ・フローは508百万円の収入となりま

した。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 借入金の返済等により、財務活動におけるキャッシュ・フローは4,227百万円の支出となりまし

た。 

  

  

  

利益配分につきましては、当社は安定的な配当を継続するとともに、株主資本の充実や設備投資に備

えた内部留保を行いつつ、収益に対応した配当を行うことを基本方針としております。 

 この方針に基づき、当期につきましては業績を勘案し期初計画どおり、１株当たり14円とさせていた

だく予定であります。 

 次期の配当金につきましても、１株当たり14円の配当を予定しております。 

  

  

(2) 財政状態に関する分析

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社、連結子会社３社、持分法適用関連会社３社で構成され、主として建設業に

関連した事業を展開しております。 

 当社グループの事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

（建設事業） 

 当社は、総合建設業を営んでおります。施工する工事の一部を連結子会社である東鉄創建株式会

社、東鉄メンテナンス工事株式会社、及び関連会社である株式会社ジェイテック、株式会社全溶に発

注しております。なお、関連当事者である東日本旅客鉄道株式会社は主要な得意先であります。 

（不動産事業） 

 当社は、主に商業ビル等の賃貸事業を営んでおります。 

（その他事業） 

 当社は、主に水処理施設の改良等の環境事業を営んでおります。また、連結子会社である東鉄機工

株式会社は保線機械の製作及び検査修繕等の事業を営んでおり、関連会社である株式会社日本線路技

術は鉄道関連コンサルタント事業を営んでおります。 

以上に述べた事項の概略図は次のとおりであります。 

  

2. 企業集団の状況
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当社グループは『経営理念』及び『事業ビジョン』を次のとおり定めております。 

①経営理念 

 
②事業ビジョン 

 
  

当社グループは、平成21年度から、新たな中期経営計画を下記のとおりスタートさせます。 

  

新しい中期経営計画（２００９．４～２０１２．３）の要旨 

1 基本テーマ 

 
  

2 業務運営の基本方針 

（1）「究極の安全と安心」の追求 

・「安全はすべてに優先する」経営を貫く。 

・安全レベルを抜本的に向上させ、お客様・従業員・地域社会の「究極の安全と安心」を徹底的に

追求する。 

（2）「技術と品質」へのこだわり 

・「技術力」「施工力」「品質管理」のたゆまざる維持・強化を通じ、安全・安心で、高付加価値

な、高い「品質」の技術・サービス・商品の提供に徹底的にこだわることにより、お客様の高い

「満足度」と「信頼」の確保を図る。 

（3）「現場力」の徹底的強化 

・現場で起こる様々な問題を発見し、自ら解決する能力の向上を図る。 

・本社・支店による、実効性のある現場支援体制を強化する。 

（4）「営業力」の抜本的強化 

・お客様のニーズに合った技術提案型・ソリューション型営業力を強化する。 

（5）「収益力」の継続的向上 

・「利益改善プロジェクト」の具体的実施事項の更なる深度化を図る。 

・「利益低下防止委員会」による原価管理体制を一層強化する。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

                        ～安全はすべてに優先する～
   当社は、鉄道専門技術の特性を活かした総合建設業として、安全で快適
な交通ネットワークと社会基盤の創造に貢献いたします。

・鉄道関連工事のリーディングカンパニーとして、
・その高い専門技術力と、安定した受注の強みを活かし、 
・線路・土木・建築・環境各事業のバランスの取れた事業構造のもと、 
・専門プロ集団として、建設業界に独自の地歩を確立してまいります。

(2) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

「誠実で、キラリと光る、ナンバーワン＆オンリーワン」
の東鉄工業を目指します。
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（6）「各事業戦略」の概要 

・量的拡大と質的充実のバランスのとれた成長を図り、景気変動や市場環境の激変にも柔軟に対応

し得るビジネスモデルを構築する。 

・線路・土木・建築のコア３事業部門においては、当社グループの得意分野とする業務を徹底的に

強化する。 

・お客様や社会の新しいニーズを先取りした業務の拡大を図り、常に未来に挑戦し続ける。 

・環境関連事業を拡大・強化し、第４の事業の柱に育成する。 

3 経営管理の基本方針 

（1）「誠実なＣＳＲ経営」の推進 

・当社グループの「経営理念」「事業ビジョン」「東鉄工業行動憲章」を揺るぎない羅針盤としつ

つ、「誠実なＣＳＲ経営」を推進し、株主・お客様・従業員・地域社会をはじめとするすべての

「ステークホルダー」から信頼され、支持され、社会や地球環境と共に「持続的に成長」すること

により、「企業価値の向上」を目指す。 

・これを実現するために、当社グループの一人ひとりが、「誠実」に、かつ「強い社会的責任感」

を持った上で、専門技術・知識を徹底的に磨き、それぞれの役割・分野において真のプロフェッシ

ョナルとなるよう切磋琢磨する。 

・コンプライアンス／コーポレートガバナンスの一層の向上に努める。 

（2）「人を大切にする経営」の推進 

・公平で公正な評価・処遇と、「やる気の出る」職場づくり。 

・人材育成の更なる充実を図る。 

・「毎日働くことにワクワクするような喜びと緊張感を感じ、従業員であることに心から誇りを持

てる企業風土」づくり。 

（3）「強靭で効率的な経営体質」の継続的強化 

・効率的業務管理体制を強化する。 

・リスク管理体制を強化する。 

・財務体質を継続的に強化する。 

・グループ連結経営を強化する。 

（4）「情報発信」の強化 

・適時適切、かつ積極的な情報開示など、広報・ＩＲ活動の継続的強化により、透明性の高い経営

を目指す。 

・企業イメージ・ブランド戦略の強化により企業認知度の向上を図る。 

4 「環境」への取組み 

  『東鉄ＥＣＯ２プロジェクト』の推進 

・地球温暖化に対するＣＯ２排出量削減や、様々な環境保全についての対策など、「環境問題」へ

の取り組みが、一段と重要視されている中で、 

・当社グループの業務に起因するＣＯ２排出量削減や、その他環境保全問題に関する「守り」の対

策を更に強化し、社会と共生する「誠実なＣＳＲ経営」を一層強力に推進すると共に、 

・こうした世の中の動きを、当社グループの新しい環境関連ＥＣＯビジネスの大きな成長機会と捉

え、当社グループの強みを活かした「攻め」の戦略により、環境事業を当社事業の第4の柱として

育成し、業容の拡大を図る。 
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数値目標 

 
  

なお、上記の中期経営計画の詳細につきましては、本日（平成21年5月12日）公表の「中期経営計画

策定に関するお知らせ」をご参照ください。 

(3) 目標とする経営指標

〈2012/3期の連結数値目標〉

 売上高 １，０１０ 億円以上

 売上総利益 １１０ 億円以上 を確保する

 経常利益率 ４．５ ％以上
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4.連結財務諸表

(1)連結貸借対照表 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,518,128 4,863,102 

受取手形・完成工事未収入金等 38,034,419 34,074,345 

未成工事支出金等 6,481,769 4,365,852 

繰延税金資産 744,305 848,648 

その他 3,844,513 1,537,378 

貸倒引当金 △168,071 △295,384 

流動資産合計 50,455,065 45,393,943 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 8,689,029 8,740,930 

機械、運搬具及び工具器具備品 9,205,927 9,091,452 

土地 1,471,928 1,468,363 

リース資産 － 50,268 

建設仮勘定 3,038 － 

減価償却累計額 △10,806,192 △11,221,689 

有形固定資産合計 8,563,730 8,129,326 

無形固定資産 942,836 770,178 

投資その他の資産 

投資有価証券 10,671,145 7,419,024 

その他 2,155,019 2,410,662 

貸倒引当金 △738,677 △1,549,051 

投資その他の資産合計 12,087,487 8,280,635 

固定資産合計 21,594,055 17,180,140 

資産合計 72,049,120 62,574,083 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 25,830,341 21,664,459 

短期借入金 3,720,000 － 

未払法人税等 807,261 1,414,267 

未成工事受入金 2,303,654 1,078,828 

完成工事補償引当金 90,600 78,100 

賞与引当金 855,889 855,176 

役員賞与引当金 40,000 － 

工事損失引当金 156,497 107,707 

その他 3,736,535 4,362,498 

流動負債合計 37,540,779 29,561,036 

固定負債 

長期未払金 89,600 85,100 

リース債務 － 161,517 

長期預り敷金保証金 1,011,776 895,907 

繰延税金負債 1,585,850 309,429 

退職給付引当金 592,473 614,079 

固定負債合計 3,279,701 2,066,033 

負債合計 40,820,481 31,627,070 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,810,000 2,810,000 

資本剰余金 2,350,021 2,350,369 

利益剰余金 23,574,030 25,185,465 

自己株式 △143,889 △147,051 

株主資本合計 28,590,162 30,198,783 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,628,278 748,229 

繰延ヘッジ損益 10,198 － 

評価・換算差額等合計 2,638,476 748,229 

純資産合計 31,228,639 30,947,013 

負債純資産合計 72,049,120 62,574,083 
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(2)連結損益計算書 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

完成工事高 99,399,150 88,042,719 

付帯事業売上高 1,144,261 1,508,636 

売上高合計 100,543,412 89,551,355 

売上原価 

完成工事原価 89,954,049 77,846,958 

付帯事業売上原価 627,575 994,850 

売上原価合計 90,581,625 78,841,808 

売上総利益 

完成工事総利益 9,445,101 10,195,760 

付帯事業総利益 516,685 513,785 

売上総利益合計 9,961,787 10,709,546 

販売費及び一般管理費 5,780,290 6,172,111 

営業利益 4,181,496 4,537,434 

営業外収益 

受取利息 2,757 10,621 

受取配当金 148,175 163,944 

持分法による投資利益 49,905 39,785 

社宅料 64,605 69,550 

その他 58,520 82,407 

営業外収益合計 323,964 366,310 

営業外費用 

支払利息 181,938 121,763 

支払手数料 57,663 22,657 

その他 5,089 7,310 

営業外費用合計 244,691 151,731 

経常利益 4,260,769 4,752,013 

特別利益 

固定資産売却益 25,744 89,167 

投資有価証券売却益 780 1,188 

特別利益合計 26,525 90,356 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 － 312,233 

固定資産売却損 557 3,720 

固定資産除却損 18,608 86,662 

投資有価証券評価損 11,178 121,776 

損害賠償金 35,000 － 

その他 11,094 72,385 

特別損失合計 76,438 596,777 

税金等調整前当期純利益 4,210,856 4,245,592 

法人税、住民税及び事業税 1,689,979 2,226,733 

法人税等調整額 351,755 △91,623 

法人税等合計 2,041,735 2,135,109 

当期純利益 2,169,121 2,110,482 
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(3)連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,810,000 2,810,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,810,000 2,810,000 

資本剰余金 

前期末残高 2,264,041 2,350,021 

当期変動額 

自己株式の処分 85,980 348 

当期変動額合計 85,980 348 

当期末残高 2,350,021 2,350,369 

利益剰余金 

前期末残高 21,899,816 23,574,030 

当期変動額 

剰余金の配当 △494,906 △499,048 

当期純利益 2,169,121 2,110,482 

当期変動額合計 1,674,214 1,611,434 

当期末残高 23,574,030 25,185,465 

自己株式 

前期末残高 △235,546 △143,889 

当期変動額 

自己株式の取得 △3,262 △3,737 

自己株式の処分 94,920 576 

当期変動額合計 91,657 △3,161 

当期末残高 △143,889 △147,051 

株主資本合計 

前期末残高 26,738,310 28,590,162 

当期変動額 

剰余金の配当 △494,906 △499,048 

当期純利益 2,169,121 2,110,482 

自己株式の取得 △3,262 △3,737 

自己株式の処分 180,900 924 

当期変動額合計 1,851,851 1,608,621 

当期末残高 28,590,162 30,198,783 

東鉄工業株式会社（1835）　平成21年3月期決算短信

－13－



(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 4,338,401 2,628,278 

当期変動額 

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 

△1,710,123 △1,880,048 

当期変動額合計 △1,710,123 △1,880,048 

当期末残高 2,628,278 748,229 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 6,653 10,198 

当期変動額 

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 

3,544 △10,198 

当期変動額合計 3,544 △10,198 

当期末残高 10,198 － 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 4,345,055 2,638,476 

当期変動額 

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 

△1,706,578 △1,890,247 

当期変動額合計 △1,706,578 △1,890,247 

当期末残高 2,638,476 748,229 

純資産合計 

前期末残高 31,083,366 31,228,639 

当期変動額 

剰余金の配当 △494,906 △499,048 

当期純利益 2,169,121 2,110,482 

自己株式の取得 △3,262 △3,737 

自己株式の処分 180,900 924 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額） 

△1,706,578 △1,890,247 

当期変動額合計 145,273 △281,626 

当期末残高 31,228,639 30,947,013 
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 4,210,856 4,245,592 

減価償却費 1,314,415 1,240,483 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48,700 937,686 

長期未払金の増減額（△は減少） △28,600 △4,500 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △75,399 21,605 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 16,137 △48,790 

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,709 △713 

受取利息及び受取配当金 △150,933 △174,566 

支払利息 181,938 121,763 

持分法による投資損益（△は益） △49,905 △39,785 

有形固定資産除売却損益（△は益） △6,579 1,214 

投資有価証券売却損益（△は益） △171 △860 

売上債権の増減額（△は増加） △2,083,950 3,960,955 

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 907,067 867,683 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,221,738 △4,367,474 

未成工事受入金の増減額（△は減少） △847,830 △1,224,826 

未払消費税等の増減額（△は減少） △700,238 1,382,587 

その他 1,407,380 1,702,992 

小計 1,971,858 8,621,047 

利息及び配当金の受取額 156,265 181,496 

利息の支払額 △176,891 △118,318 

法人税等の支払額 △1,941,852 △1,620,727 

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,380 7,063,497 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △2,232,589 △3,431,532 

有形固定資産の売却による収入 1,613,679 2,990,113 

無形固定資産の取得による支出 △418,762 △39,634 

投資有価証券の取得による支出 △67,071 △5,553 

投資有価証券の売却による収入 1,771 9,579 

その他の支出 － △547,690 

その他の収入 － 1,550,771 

その他 12,419 △17,513 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,090,554 508,538 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,330,000 △2,590,000 

長期借入れによる収入 500,000 － 

長期借入金の返済による支出 △2,545,000 △1,130,000 

社債の償還による支出 △500,000 － 

リース債務の返済による支出 － △5,200 

自己株式の取得による支出 △3,063 △3,737 

自己株式の売却による収入 180,900 924 

配当金の支払額 △493,744 △499,048 

財務活動によるキャッシュ・フロー △530,908 △4,227,062 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,612,082 3,344,974 

現金及び現金同等物の期首残高 3,130,211 1,518,128 

現金及び現金同等物の期末残高 1,518,128 4,863,102 

東鉄工業株式会社（1835）　平成21年3月期決算短信

－15－



該当事項はありません。 

  

  

会計処理基準に関する事項 

①重要な減価償却資産の減価償却方法 

 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法は、定率法によっております。 

ただし、平成10年 4月 1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっ

ております。 

  なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。                       
  
 無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法は、定額法によっております。 

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。  

 ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額

法によっております。  

 リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引）の減価償却方法は、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法によっております。  

  

（会計処理方法の変更） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基

準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。  

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

  

なお、上記「①重要な減価償却資産の減価償却方法」以外は、 近の有価証券報告書（平成20年6月

30日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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前連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）及び当連結会計年度（自 平成20

年4月1日 至 平成21年3月31日） 

  

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計、資産の合計に占める建設事業の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

  

２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）及び当連結会計年度（自 平成20

年4月1日 至 平成21年3月31日） 

  

在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

  

  

前連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）及び当連結会計年度（自 平成20

年4月1日 至 平成21年3月31日） 

  

海外売上高がないため、記載しておりません。 

  

(7)連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

３ 海外売上高
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該当事項はありません。 

  

  

  

（開示の省略） 

     リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注

記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しており

ます。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度 当連結会計年度

自平成19年 4月 1日 自平成20年 4月  1日

至平成20年 3月31日 至平成21年 3月31日

１株当たり純資産額 876円08銭 868円30銭

１株当たり当期純利益 61円21銭 59円21銭

潜在株式調整後

 潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の金額について
は、潜在株式がないため記載
しておりません。

 潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の金額について
は、潜在株式がないため記載
しておりません。

１株当たり当期純利益

   （注）１  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度 当連結会計年度

自平成19年 4月 1日 自平成20年 4月  1日

至平成20年 3月31日 至平成21年 3月31日

 純資産の部の合計額（千円） 31,228,639 30,947,013

 純資産の部の合計額から － －
 控除する金額（千円）

普通株式に係る期末の純資産額
（千円）

31,228,639 30,947,013

１株当たり純資産額の算定に用
いられた期末の普通株式の数 35,646 35,641

（千株）

  ２  １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度 当連結会計年度

自平成19年 4月 1日 自平成20年 4月  1日

至平成20年 3月31日 至平成21年 3月31日

当期純利益（千円） 2,169,121 2,110,482

普通株式に帰属しない金額 － －
（千円）

普通株式に係る当期純利益 2,169,121 2,110,482
（千円）

普通株式の期中平均株式数 35,437 35,643
（千株）

(重要な後発事象)
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5.個別財務諸表

(1)貸借対照表

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 880,703 4,410,448 

受取手形 2,125,493 2,965,031 

完成工事未収入金 35,258,006 30,238,582 

売掛金 54,957 244,923 

リース投資資産 － 130,320 

未成工事支出金 6,168,932 3,870,333 

未成業務支出金 197,206 196,934 

商品及び製品 970 76,742 

材料貯蔵品 74,809 103,565 

前払費用 99,844 101,653 

繰延税金資産 724,548 826,647 

未収入金 743,191 593,393 

立替金 2,312,409 464,798 

その他 676,016 285,165 

貸倒引当金 △164,667 △292,188 

流動資産合計 49,152,423 44,216,351 

固定資産 

有形固定資産 

建物 8,513,254 8,520,799 

減価償却累計額 △4,459,230 △4,599,182 

建物（純額） 4,054,024 3,921,616 

構築物 428,539 427,682 

減価償却累計額 △315,329 △328,668 

構築物（純額） 113,210 99,014 

機械及び装置 792,544 745,792 

減価償却累計額 △648,055 △647,388 

機械及び装置（純額） 144,489 98,404 

車両運搬具 6,864,591 6,665,037 

減価償却累計額 △4,267,390 △4,436,407 

車両運搬具（純額） 2,597,200 2,228,630 

工具、器具及び備品 1,484,675 1,611,368 

減価償却累計額 △1,164,490 △1,248,780 

工具、器具及び備品（純額） 320,184 362,587 

土地 1,484,964 1,481,400 

リース資産 － 50,268 

減価償却累計額 － △5,200 

リース資産（純額） － 45,067 

建設仮勘定 3,000 － 

有形固定資産合計 8,717,073 8,236,721 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産 

ソフトウエア 826,241 660,874 

電話加入権 0 0 

その他 108,582 106,867 

無形固定資産合計 934,825 767,743 

投資その他の資産 

投資有価証券 10,170,686 6,897,358 

関係会社株式 245,212 245,212 

破産更生債権等 24,960 1,354,590 

長期前払費用 990 － 

長期未収入金 1,752,502 688,912 

その他 327,503 320,329 

貸倒引当金 △738,668 △1,549,046 

投資その他の資産合計 11,783,187 7,957,357 

固定資産合計 21,435,085 16,961,822 

資産合計 70,587,509 61,178,173 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 4,410,646 3,194,437 

工事未払金 21,070,512 18,125,190 

買掛金 － 131,847 

短期借入金 3,610,000 － 

リース債務 － 13,869 

未払金 1,172,377 1,520,846 

未払費用 490,615 536,227 

未払法人税等 732,492 1,321,738 

未払消費税等 － 882,179 

未成工事受入金 2,300,504 1,071,728 

預り金 2,560,529 1,996,152 

完成工事補償引当金 90,600 78,100 

賞与引当金 829,505 829,343 

役員賞与引当金 40,000 － 

工事損失引当金 156,497 107,707 

その他 133,725 127,240 

流動負債合計 37,598,004 29,936,609 

固定負債 

長期未払金 86,900 83,300 

リース債務 － 161,517 

長期預り敷金保証金 1,011,776 895,907 

繰延税金負債 1,642,854 363,684 

退職給付引当金 484,149 510,398 

固定負債合計 3,225,681 2,014,808 

負債合計 40,823,685 31,951,418 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,810,000 2,810,000 

資本剰余金 

資本準備金 2,264,004 2,264,004 

その他資本剰余金 86,016 86,365 

資本剰余金合計 2,350,021 2,350,369 

利益剰余金 

利益準備金 686,939 686,939 

その他利益剰余金 

買換資産圧縮積立金 104,153 99,466 

別途積立金 18,450,727 19,850,727 

繰越利益剰余金 2,874,773 2,820,866 

利益剰余金合計 22,116,593 23,457,999 

自己株式 △143,690 △146,852 

株主資本合計 27,132,924 28,471,517 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,620,700 755,238 

繰延ヘッジ損益 10,198 － 

評価・換算差額等合計 2,630,898 755,238 

純資産合計 29,763,823 29,226,755 

負債純資産合計 70,587,509 61,178,173 
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(2)損益計算書 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

完成工事高 97,203,426 86,406,004 

付帯事業売上高 999,533 1,029,186 

売上高合計 98,202,960 87,435,190 

売上原価 

完成工事原価 88,283,438 76,832,950 

付帯事業売上原価 572,843 605,176 

売上原価合計 88,856,282 77,438,126 

売上総利益 

完成工事総利益 8,919,987 9,573,054 

付帯事業総利益 426,690 424,009 

売上総利益合計 9,346,677 9,997,064 

販売費及び一般管理費 5,503,207 5,873,459 

営業利益 3,843,470 4,123,604 

営業外収益 

受取利息 2,095 10,127 

有価証券利息 123 30 

受取配当金 153,754 170,936 

社宅料 64,605 69,550 

その他 48,033 87,511 

営業外収益合計 268,613 338,157 

営業外費用 

支払利息 179,289 124,259 

社債利息 3,239 － 

支払手数料 57,663 22,657 

その他 5,403 13,004 

営業外費用合計 245,595 159,921 

経常利益 3,866,488 4,301,841 

特別利益 

固定資産売却益 25,744 89,167 

投資有価証券売却益 780 1,188 

特別利益合計 26,525 90,356 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 － 312,233 

固定資産売却損 557 3,720 

固定資産除却損 18,066 80,093 

投資有価証券売却損 609 328 

投資有価証券評価損 11,178 121,776 

損害賠償金 35,000 － 

その他 － 72,056 

特別損失合計 65,411 590,209 

税引前当期純利益 3,827,602 3,801,988 

法人税、住民税及び事業税 1,561,411 2,055,994 

法人税等調整額 347,365 △94,459 

法人税等合計 1,908,776 1,961,534 

当期純利益 1,918,825 1,840,454 
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(3)株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,810,000 2,810,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,810,000 2,810,000 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 2,264,004 2,264,004 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,264,004 2,264,004 

その他資本剰余金 

前期末残高 36 86,016 

当期変動額 

自己株式の処分 85,980 348 

当期変動額合計 85,980 348 

当期末残高 86,016 86,365 

資本剰余金合計 

前期末残高 2,264,041 2,350,021 

当期変動額 

自己株式の処分 85,980 348 

当期変動額合計 85,980 348 

当期末残高 2,350,021 2,350,369 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 686,939 686,939 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 686,939 686,939 

その他利益剰余金 

買換資産圧縮積立金 

前期末残高 109,061 104,153 

当期変動額 

買換資産圧縮積立金の取崩 △4,907 △4,686 

当期変動額合計 △4,907 △4,686 

当期末残高 104,153 99,466 

別途積立金 

前期末残高 16,350,727 18,450,727 

当期変動額 

別途積立金の積立 2,100,000 1,400,000 

当期変動額合計 2,100,000 1,400,000 

当期末残高 18,450,727 19,850,727 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 3,545,947 2,874,773 

当期変動額 

買換資産圧縮積立金の取崩 4,907 4,686 

別途積立金の積立 △2,100,000 △1,400,000 

剰余金の配当 △494,906 △499,048 

当期純利益 1,918,825 1,840,454 

当期変動額合計 △671,173 △53,907 

当期末残高 2,874,773 2,820,866 

利益剰余金合計 

前期末残高 20,692,674 22,116,593 

当期変動額 

剰余金の配当 △494,906 △499,048 

当期純利益 1,918,825 1,840,454 

当期変動額合計 1,423,918 1,341,405 

当期末残高 22,116,593 23,457,999 

自己株式 

前期末残高 △235,546 △143,690 

当期変動額 

自己株式の取得 △3,063 △3,738 

自己株式の処分 94,920 576 

当期変動額合計 91,856 △3,162 

当期末残高 △143,690 △146,852 

株主資本合計 

前期末残高 25,531,169 27,132,924 

当期変動額 

剰余金の配当 △494,906 △499,048 

当期純利益 1,918,825 1,840,454 

自己株式の取得 △3,063 △3,738 

自己株式の処分 180,900 924 

当期変動額合計 1,601,755 1,338,592 

当期末残高 27,132,924 28,471,517 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 4,330,974 2,620,700 

当期変動額 

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 

△1,710,274 △1,865,461 

当期変動額合計 △1,710,274 △1,865,461 

当期末残高 2,620,700 755,238 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 6,653 10,198 

当期変動額 

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

3,544 △10,198 

当期変動額合計 3,544 △10,198 

当期末残高 10,198 － 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 4,337,628 2,630,898 

当期変動額 

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 

△1,706,729 △1,875,660 

当期変動額合計 △1,706,729 △1,875,660 

当期末残高 2,630,898 755,238 

純資産合計 

前期末残高 29,868,798 29,763,823 

当期変動額 

剰余金の配当 △494,906 △499,048 

当期純利益 1,918,825 1,840,454 

自己株式の取得 △3,063 △3,738 

自己株式の処分 180,900 924 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額） 

△1,706,729 △1,875,660 

当期変動額合計 △104,974 △537,068 

当期末残高 29,763,823 29,226,755 
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該当事項はありません。 

(4)継続企業の前提に関する注記
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(1)売上高・受注高・繰越高の状況 

6. その他

  ①連結 連 結 部 門 別 売 上 高 比 較 表

（百万円未満を切り捨て）

区分 前連結会計年度 構成比 当連結会計年度 構成比

完成工事高 百万円 百万円

土     木 66,949 67.4% 61,492 69.8%

建     築 32,449 32.6% 26,550 30.2%

計 99,399 100.0% 88,042 100.0%

官  公  庁 

6,567 6.6% 6,309 7.2%

 鉄 道 1,509 1.5% 鉄 道 1,107 1.3%

 一 般 5,057 5.1% 一 般 5,201 5.9%

民     間 

92,831 93.4% 81,733 92.8%

 鉄 道 72,437 72.9% 鉄 道 64,832 73.6%

 一 般 20,393 20.5% 一 般 16,901 19.2%

合     計 

99,399 100.0% 88,042 100.0%

 鉄 道 73,947 74.4% 鉄 道 65,940 74.9%

 一 般 25,451 25.6% 一 般 22,102 25.1%

付帯事業売上高 1,144 － 1,508 － 

売上高合計 100,543 － 89,551 － 

連 結 部 門 別 受 注 高 比 較 表

（百万円未満を切り捨て）

区分 前連結会計年度 構成比 当連結会計年度 構成比

百万円 百万円

土     木 59,668 65.5% 61,870 77.2%

建     築 31,453 34.5% 18,239 22.8%

計 91,121 100.0% 80,109 100.0%

官  公  庁 

4,821 5.3% 4,713 5.9%

 鉄 道 608 0.7% 鉄 道 1,360 1.7%

 一 般 4,212 4.6% 一 般 3,352 4.2%

民     間 

86,300 94.7% 75,396 94.1%

 鉄 道 64,716 71.0% 鉄 道 67,273 84.0%

 一 般 21,584 23.7% 一 般 8,123 10.1%

合     計 

91,121 100.0% 80,109 100.0%

 鉄 道 65,324 71.7% 鉄 道 68,633 85.7%

 一 般 25,796 28.3% 一 般 11,476 14.3%

連 結 部 門 別 繰 越 高 比 較 表

（百万円未満を切り捨て）

区分 前連結会計年度 構成比 当連結会計年度 構成比

百万円 百万円

土     木 25,241 56.6% 25,619 69.9%

建     築 19,354 43.4% 11,043 30.1%

計 44,595 100.0% 36,662 100.0%

官  公  庁 

5,648 12.7% 4,052 11.1%

 鉄 道 1,054 2.4% 鉄 道 1,307 3.6%

 一 般 4,593 10.3% 一 般 2,745 7.5%

民     間 

38,947 87.3% 32,610 88.9%

 鉄 道 22,347 50.1% 鉄 道 24,788 67.6%

 一 般 16,599 37.2% 一 般 7,821 21.3%

合     計 

44,595 100.0% 36,662 100.0%

 鉄 道 23,402 52.5% 鉄 道 26,095 71.2%

 一 般 21,192 47.5% 一 般 10,566 28.8%
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  ②個別 個 別 部 門 別 売 上 高 比 較 表

（百万円未満を切り捨て）

区分 前事業年度 構成比 当事業年度 構成比

完成工事高 百万円 百万円

土     木 66,879 68.8% 61,299 70.9%

建     築 30,323 31.2% 25,106 29.1%

計 97,203 100.0% 86,406 100.0%

官  公  庁 

6,567 6.8% 6,309 7.3%

 鉄 道 1,509 1.6% 鉄 道 1,107 1.3%

 一 般 5,057 5.2% 一 般 5,201 6.0%

民     間 

90,635 93.2% 80,096 92.7%

 鉄 道 72,348 74.4% 鉄 道 64,832 75.0%

 一 般 18,287 18.8% 一 般 15,264 17.7%

合     計 

97,203 100.0% 86,406 100.0%

 鉄 道 73,858 76.0% 鉄 道 65,940 76.3%

 一 般 23,344 24.0% 一 般 20,465 23.7%

付帯事業売上高 999 － 1,029 － 

売上高合計 98,202 － 87,435 － 

個 別 部 門 別 受 注 高 比 較 表

（百万円未満を切り捨て）

区分 前事業年度 構成比 当事業年度 構成比

百万円 百万円

土     木 59,597 66.7% 61,677 79.2%

建     築 29,774 33.3% 16,159 20.8%

計 89,372 100.0% 77,837 100.0%

官  公  庁 

4,821 5.4% 4,713 6.1%

 鉄 道 608 0.7% 鉄 道 1,360 1.8%

 一 般 4,212 4.7% 一 般 3,352 4.3%

民     間 

84,551 94.6% 73,124 93.9%

 鉄 道 64,627 72.3% 鉄 道 67,273 86.4%

 一 般 19,924 22.3% 一 般 5,851 7.5%

合     計 

89,372 100.0% 77,837 100.0%

 鉄 道 65,235 73.0% 鉄 道 68,633 88.2%

 一 般 24,136 27.0% 一 般 9,204 11.8%

個 別 部 門 別 繰 越 高 比 較 表

（百万円未満を切り捨て）

区分 前事業年度 構成比 当事業年度 構成比

百万円 百万円

土     木 25,241 56.7% 25,619 71.2%

建     築 19,302 43.3% 10,356 28.8%

計 44,543 100.0% 35,975 100.0%

官  公  庁 

5,648 12.7% 4,052 11.2%

 鉄 道 1,054 2.4% 鉄 道 1,307 3.6%

 一 般 4,593 10.3% 一 般 2,745 7.6%

民     間 

38,895 87.3% 31,923 88.8%

 鉄 道 22,347 50.2% 鉄 道 24,788 68.9%

 一 般 16,547 37.1% 一 般 7,134 19.9%

合     計 

44,543 100.0% 35,975 100.0%

 鉄 道 23,402 52.6% 鉄 道 26,095 72.5%

 一 般 21,141 47.4% 一 般 9,879 27.5%
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